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全国若年認知症フォーラム
in

卍
目黒柿ノ木坂郵便局

152-0023 目黒区八雲１-１-１
Tel.03-5701-2924

都立大駅前交差点

東急東横線都立大学駅 徒歩７分

①東急東横線の都立大学駅改札を出て左へ進む。
②目黒通り（都立大学駅前交差点）を渡り、そのまま柿の木坂
通りを直進。
③坂を登り、郵便局を過ぎ、信号を過ぎると、めぐろパーシモ
ンホールのある広場に到着します。

問い
合わせ

三井住友銀行

目黒通り

横線

若年認知症には、認知症問題のすべてが凝縮されています。
若年認知症の課題を整理し、最新のケア情報を提供します。
地域の事例から「認知症とともに暮らす社会」を考えます。

三菱東京
UFJ 銀行

駅
大学

都立

谷

至渋

丘
由が
自
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定

電話 03-5919-4186

http://www.jn-support.com/

電話 03-3719-5592

http://d-cafe.kazekusa.jp/

当日は

申し込みは

へアクセス。

会場１階「総合受付」
で名前を申告

参加費500円を払い
プログラム を受け取る

プログラム がチケットになります。
（第１・第２両会場出入り自由）

②ファックスで事務局へ

参加申込書

電話番号
所

第２会場(小ホール)

若年認知症
フォーラム

若年認知症
E X P O

～知識を深め、考える～

～体感し、交流する～

「早期発見と集中支援」

松沢病院認知症疾患医療センター
若年性認知症総合支援センター
大成建設人事部
若年認知症当事者／ケアマネジャー

FAX：03-5368-1956（本部）／ 03-3719-5527（目黒）

所

第１会場(大ホール)

パネルディスカッションⅠ

②ファックス（下記参加申し込みフォーム）

住

員：1200人（申し込み先着順）

講師：都立松沢病院院長 齋藤正彦さん

http://kokucheese.com/event/index/441158/

前

場：めぐろパーシモンホール

基調講演 「若年認知症を理解しよう」

①『こくちーず（告知ʼs）』

名

時：2017年２月26日（日）午前11時〜午後5時半

参加費：500円（資料代）

事務局本部：ＮＰＯ若年認知症サポートセンター

①セミナー申込みサイト
『こくちーず（告知ʼs）』

日
会

東
東急

目黒事務局：ＮＰＯ
「Ｄカフェnet」

パネルディスカッションⅡ

「支援のかたち 目黒の現場から」
三宿病院認知症疾患医療センター
若年デイサービス／認知症カフェ
ケアマネジャー／目黒区保健師

メールアドレス

属

●予約の受付は先着順。定員を超えやむをえずお断りする場合のみご連絡します。
●ご記入いただいた個人情報は当フォーラムの目的に限って使用させていただきます。

参加人数

東京・目黒

人

展示・相談
★若年認知症家族会・支援者グループ
★高次脳機能障害家族会
★認知症疾患医療センター
★目黒区の総合病院
★医療ソーシャルワーカー
ステージ＆パフォーマンス
★当事者たちの「トーク＆トーク」
★臨床美術ワークショップ
★立体イラスト原画展＆トーク
★創作認知症落語
認知症カフェ

めぐろの“Ｄカフェ”

主催：全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会 共催：東京都／目黒区
後援：厚生労働省／一般社団法人目黒区医師会／目黒区介護事業者連絡会／
一般社団法人東京都医療社会事業協会／ＮＰＯ法人若年認知症サポートセンター

第１会場（大ホール）のロビーでは、
「全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会」と
「東京都若年性認知症総合支援センター」が、終日、相談テーブルを開設しています

若年認知症フォーラム
11:00

基調講演「若年認知症を理解しよう」

第２会場(小ホール)

11

若年認知症E X P O

11時より
受付開始
開場・受付

11:00

11:00

開場

パフォーマンスエリア

さいとう まさひこ

東京大学医学部卒業。同附属病院で研修後、松沢病院（世
田谷区上北沢）勤務。東京大学医学部講師、青梅慶友病院・
よみうりランド慶友病院副院長、和光病院院長を経て、2012
年より現職。認知症医療のトップランナー。
パネルディスカッションⅠ

「早期発見と集中支援」

松沢病院認知症疾患医療センター（地域
拠点型・世田谷区上北沢）のセンター長。
“アウトリーチ”を積極的に推進しています。
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/matsuzawa/
こまい

ゆ き こ

（目黒区碑文谷 運営：NPOいきいき福祉ネッ
ト ワ ー ク セ ン タ ー ）の セ ン タ ー 長 。

http://www.ikiikifukushi.jp

パネルディスカッションⅡ

「支援のかたち 目黒の現場から」
若年認知症支援の第一線で活動している
医師、保健師、デイ職員、ケアマネ、市民
活動家からのホットな現場報告です。
きよづか てつひと

清塚鉄人さん

三宿病院認知症疾患医療センター（地域
連携型・目黒区上目黒）のセンター長。“初
期集中支援チーム”を率いています。
http://www.mishuku.gr.jp/
ご と う よしかず

後藤良和さん
若年認知症と高次脳機能障害の人を対象
にしたデイサービス「いきいき・がくだい」
（目黒区碑文谷）の管理者。作業療法士。
http://www.ikiikifukushi.jp/

佐藤睦子さん
主任ケアマネジャー、ケアメイト大岡山（目
黒区大岡山）所属。地域の隅々まで目配り
が行き届くパワフル・ケアマネ。
http://www.care-mate.co.jp/

12：15〜13：00
「若年認知症を理解しよう」

13:00

13：10〜13：50

＜プレゼンテーション＞

2015年、59歳で「前頭葉萎縮」の確定診断
を受ける。現在、Ｄカフェ・ラミヨの中核メ
ンバーとして活動しています。
たけうち ひろみち

司会：竹内弘道（NPO「Dカフェnet」）

はせがわ

14:00
14：05〜15：35

「早期発見と集中支援」

15:00

14:50〜15:20
本人＋家族の「トーク＆トーク」③

ゆか

主任ケアマネジャー、認定ケアマネジャ
ー、イエナ・ケアサプライ（目黒区中目黒）
所属。認知症ケア上級専門士。神経内科ク
リニックと緊密に連携して活動。
いとう なおこ

伊東尚子さん
認知症家族会たけのこ世話人。たけのこ
やDカフェでの若年性アルツハイマーの人
との日常を報告します。

→

13:50〜14:20
本人＋家族の「トーク＆トーク」②

14:30

＜パネルディスカッションⅠ＞

長谷川侑香さん

はしかわ

12:50〜13:20
本人＋家族の「トーク＆トーク」①

13:30

・厚生労働省 ・東京都

に し の みつる

西野 充さん

Ｄカフェ

12:30

＜基調講演＞

休息︓交流エリア

15:30
16:00

15：45〜17:15

＜パネルディスカッションⅡ＞

「支援のかたち 目黒の現場から」

16:30

フォーラム実況中継

駒井由起子さん
東京都若年性認知症総合支援センター

さとう むつこ

12:00

・開会宣言 ・司会者からのガイダンス

おのでら

あつし

司会：小野寺敦志
（NPO若年認知症サポートセンター）

展示・相談エリア

面談コーナー

→

手作り作品
展示コーナー

ロビー
小ホールのロビーで
大ホールの映像を
視聴できます

15:45〜16:45
原画展作家と母の手話トーク
（手話通訳付）

立体イラスト原画展
「でぃめんしあ」表紙原画展開催

く み こ

橋川久美子さん

保健師。目黒区地域ケア推進課保健係長。
認知症施策全般に携わり、若年認知症の
ケースにも細やかに目配り。

立体イラスト原画展

家族会 支援者団体

新里和弘さん

大成建設(株)人事部部長・人材いきいき推
進室長。
「仕事と介護の両立支援」につい
て先進的な取り組みをしています。
http://www.taisei.co.jp/

＜オープニング＞

病院
医療事業者団体

にいざと かずひろ

塩入徹弥さん

12：00〜12：15

ステージ

11:15〜12:15
臨床美術ワークショップ

家族会 支援者団体

若年認知症の諸問題に地域と職域が連携
して対応するにはどうしたらいいか。医
療・福祉・介護・労務の現業者と若年認知
症当事者で議論します。

しおいり て つ や

11:30

→

齋藤正彦さん

先天性聴覚障害とアスペルガー
傾向を併せ持つ、杉本聖奈（まり
な）さんの「立体イラストの世
界」をご鑑賞ください

17:00
17：15〜17：30
「次回開催へ向けて」

17:30
※予定は変更することがあります

17:10〜17:30
創作認知症落語・安楽亭くしゃみ

介護者がつくる認知症情報誌
「でぃめんしあ」

→

都立松沢病院院長

→

第１会場(大ホール)

